
1.入札方法
　　一般競争入札とする。

2.最低制限価格
　　最低制限価格を設けるので、当価格より低い場合は無効とする。

3.入札参加資格条件
　　対象工事の一般競争入札に参加出来る者は、下記応募受付開始から入札執行日までの間
　　において、次に掲げる条件を全て満たした者とします。
　　(1)三重県建設工事発注標準に定める建築工事一式のAランクの者であること。
　　(2)亀山市、鈴鹿市、津市、四日市市に本社を有する者で、直近の経営事項審査結果通
　　　 知書における建築一式工事の総合評定値(P)800点以上であり、かつ経営状況の評点
　　　 (Y)700点以上である者で、過去に三重県内で500㎡以上の畜舎（畜産関係施設）の
       新築工事を元請業者として施工した実績があること。　　　 
　　(3)三重県建設工事等入札参加資格者名簿、亀山市、鈴鹿市、津市、四日市市の入札参
　　　 加資格者名簿に登録されていること。
　　(4)工事期間中は一級国家資格を有する担当技術者を常駐させること。
　　(5)三重県、亀山市、鈴鹿市、津市、四日市市から指名停止措置を受けていないこと。
　　(6)入札保証金及び契約保証金は求めない。
　　(7)予定価格の公表はしない。

4.受付・入札説明書、設計図書配布期間
　　(1)受付期間　　　 入札公告の日から10日間（土曜日・日祭日を除く）
　　(2)受付時間 受付期間最終日 正午までに下記へ電子メールにて送付のこと
　　(3)受付場所 〒513-0801三重県鈴鹿市神戸9丁目24-38アトレ鈴鹿ラグゼ701号

Y's建築設計事務所　電話　059-367-7305
e-mail:yuki-ys@cure.ocn.ne.jp
　(Y's建築設計事務所　豊田由紀美 宛て）

　　(4)入札説明書等配布日時　　　受付期間に同じ（申込時刻によっては次の平日）
　　(5)配布方法 入札参加申込者へファイル送信サービスを使用して、申込者が指定

した電子メールアドレスへ通知・送信します。

5.入札執行日
　　(1)入札執行日時 令和 3 年   8 月 31 日（ 火 ）午前10時　開札
　　(2)開札執行場所 〒519-0222　三重県亀山市両尾町2037番地

有限会社小林ファーム事務所　　　電話0595-85-1501
　　(3)入札方法 郵便入札（入札執行日の前日までに開札執行場所へ特定記録郵便、

簡易書留郵便、書留郵便のいずれかにて郵送、必着のこと。）
　　(4)開札方法 事業主、三重県・亀山市の担当部署、設計者が立会い、開札して、

予定価格内で最低制限価格を下回らない最低の価格を提示した、
入札参加資格を満たす者を落札者とします。

　 開札への入札者の出席は任意とします。

6.工事概要
　　(1)工事名称 有限会社小林ファーム　肥育舎及び浄化槽新築工事
　　(2)工事場所 三重県亀山市辺法寺町字新三郎谷2224-1の一部、2224-2の一部、

一般競争入札公告
有限会社小林ファーム　肥育舎新築工事及び家畜浄化槽新設工事

　　  2224-3の一部



　　(3)建物規模 木造平屋建て　延床面積　1,070.56　㎡
　　(4)工事内容 肥育舎新築工事・家畜浄化槽新設工事

建築工事、建築電気設備工事、建築機械設備工事、養豚機械設備工事
家畜浄化槽躯体工事、家畜浄化槽機械設備工事、家畜浄化槽電気設備工事

7.工期 契約の日から令和4年2月28日まで
　　
8.入札参加申込みの方法
　　下記書類のPDFファイル又はその圧縮ファイルを4.の受付期間内に到着するよう受付場所の
　　指定電子メールアドレスへ送信する。（yuki-ys@cure.ocn.ne.jp)
    (1)入札参加資格確認申請書（書式は亀山市、鈴鹿市、津市、四日市市の各様式に準ずる）
　　(2)契約に係る指名停止等に関する申立書（様式第6号）
　　(3)会社案内、経営事項審査結果通知書の写し、3.の入札参加資格条件を満たしていること
　　　 が判断できる書面
　　(4)施工実績調書（書式は亀山市、鈴鹿市、津市、四日市市の各様式に準ずる）
　　(5)入札説明書、設計図面等を送信するメールアドレス、電話番号および担当者名を記載し
　　　 た書面
　　(6)提出書類等について不明な点はY's建築設計事務所 豊田 由紀美までお問合せ下さい。
　　　 TEL　059-367-7305　Email：yuki-ys@cure.ocn.ne.jp

9.入札参加の受理
　　(1)提出された書類は返却しません。
　　(2)提出書類の作成及び提出に要する費用は提出者負担とする。
　　(3)申込後、入札参加資格を確認し、入札参加の可否を判断します。

令和 3 年 7月 26 日

三重県亀山市両尾町2037番地

有限会社小林ファーム

　　　代表取締役　小林　勝彦

三重県鈴鹿市神戸9丁目24-38
　　　　ｱﾄﾚ鈴鹿ﾗｸﾞｾﾞ701号室
Y's建築設計事務所
　　　　　　　　　豊田　由紀美



　当社（私）は、貴社発注の工事請負契約の競争参加にあたって、当該契約の履行地域について、

現在、農林水産省、三重県、亀山市、鈴鹿市、津市、四日市市の機関から工事請負契約に係る指名

停止等の措置を受けていないことを申立てます。

　また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申立

てません。

(注1）この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、地方支分部

　　　局並びに農林水産技術会議事務局筑波事務所をいう。

　　　　ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事

　　　務局を含む。

(注2）「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保

　　　に関する法律第7条第2項の規定に基づく排除措置命令又は同法第7条の2第1項の規定に基づく

　　　課徴金納付命令を受けた者であって、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関

　　　から履行地域における指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。

　　　　なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な期間を経

　　　過した場合は、この限りでない。

　代表取締役　小林　勝彦　様

住所　　　　　　　　　　　　　　　　

商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　 　 印

様式第6号

契約に係る指名停止等に関する申立書

令和  　年　　月　　日

有限会社小林ファーム



2.工事範囲

　　1 ) 建築工事

　　2 ) 建築電気・給排水・空調・換気設備工事

　　3 ) 養豚機械設備

　　4 ) 家畜浄化槽工事

　　5 ) 家畜浄化槽電気工事

　　6 ) 家畜浄化槽機械設備

　　7 ) その他図示された範囲とし、上記の工事に必要な仮設資材、仮設電力、仮設用水も含む。

3.工期

　　　着工　　契約の日から（令和 3 年 9月初旬 着工予定）

　　　完成　　令和 4 年 2 月 28 日　予定

4.入札執行日

　　（1）入札執行日時　令和 3 年   8 月  31 日（ 火 ）　午前10時　開札

　　（2）開札執行場所　〒519-0222　三重県亀山市両尾町2037番地

有限会社小林ファーム事務所

　　（3）入札書宛先 有限会社小林ファーム　代表取締役　小林　勝彦

　　（4）入札書 指定の入札書に必要事項を記載の上、正1通を封筒に入れて厳封し、

入札者名を明記の上、下記に特定記録郵便、簡易書留郵便、簡易書留

のいずれかにて、入札執行日の前日までに郵送、必着のこと。

〒513-0801　三重県鈴鹿市神戸9丁目24-38アトレ鈴鹿ラグゼ701号

　　　　　　Y's建築設計事務所　豊田 由紀美　宛て

　　（5）その他 落札者は工事費内訳書を契約締結時に提出すること。

開札時の入札者の出席は任意とする。

　　a ) 設計図書　 A2版　45枚（特記仕様書を含む）

　　b ) 入札説明書　    　3枚

1.設計図書

入札説明書

工事名称　　有限会社小林ファーム 肥育舎新築工事及び家畜浄化槽新設工事

工事場所　　三重県亀山市辺法寺町字新三郎谷2224-1の一部、2224-2の一部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2224-3の一部



5.質疑応答

　　全て書面をもって行う（エクセルファイルにして電子メールで送信する）

　　a ) 質問書

　　　　　提出期限 令和 3 年  8 月 18 日（ 水 ）　正午まで

提出先 Y's建築設計事務所　豊田　由紀美

Email:yuki-ys@cure.ocn.ne.jp

質問書に回答先電子メールアドレスを明記願います。

　　b ) 応答書

回答日時 提出期限までに受けた各社からの質問をまとめ、

令和 3 年 8 月 24 日（ 火 ) 正午までに電子メールにて回答します。

6.施工者の決定

　　請負業者の決定は、所定の入札書により入札し、予定価格内で最低制限価格を下回らない、

　　最低の価格を提示した入札参加資格を満たすものとする。

　　入札額が同額の場合は経営事項審査結果通知書における建築一式工事の総合評定値が高い

　　方を施工者に決定する。

7.契約

　　契約は改正民間（旧七会）連合協定工事請負契約約款に準拠します。

8.工事金支払条件

　　前渡金　　契約金額の　 　0％　

　　中間金　　契約金額の　　50％以内で出来高の範囲（令和 3 年 11 月末日）

　　中間金　　契約金額の　　50％以内で出来高の範囲（令和 4 年  1 月末日）

    完了時（各種検査合格後）　残額

9.別途工事（別契約）

　　a ) 外構工事

　　b ) ガス配管工事

10.官庁その他の手続き関係

　　建物建築確認申請を除き、この工事の施工に必要な諸手続は一切請負業者が行い、その費用

　　を負担する。（申請手数料を含む）

11.工事用電力及び用水

　　工事に必要なものは全て請負業者において負担、設備する。

　　但し、既に敷地内に設備されているものについては、無償にて使用可とする。

FAX　059-367-7306



12.費用負担

　　a ) 工事契約に要する費用（印紙代を含む）：請負業者負担

　　b ) 周囲公共工作物等の養生費、損傷した場合の復旧費：請負業者負担

13.次に掲げる場合の入札は無効とする

　　a ) 入札条件に違反したとき。

　　b ) 一人で金額の異なった2以上の入札をしたとき。

　　c ) 金額、氏名(社名及び代表者）その他入札に関する要件を確認し難いとき

　　　　及び押印のない場合。

　　d ) 入札者が協定して入札したとき。

　　e ) 入札に際して不正の行為があったとき。

14.その他

　　a ) 現場周囲の施設（隣地施設、公共施設）に損害が生じないよう細心の注意を払い、対処

　　　　すること。また、近隣住民から施主に苦情が及ばないよう十分配慮し、万一の場合は迅

　　　　速に対応し、これらに要する費用を請負業者にて負担すること。

　　b ) 工事に必要な工程表等の書面、施工図、材料等承認書類、工事報告、写真等遅延無く提

　　　　出すること。

　　c ) 別途工事業者との連携を図り、施主の業務及び本建物の使用開始に支障なきよう配慮す

　　　　ること。

設計監理者

Email:yuki-ys@cure.ocn.ne.jp

TEL　059-367-7305

FAX　059-367-7306

Y's建築設計事務所　豊田　由紀美

三重県鈴鹿市神戸9丁目24-38

　　　　アトレ鈴鹿ラグゼ701号



　上記金額にその100分の10に相当する額を加算して得た金額で契約したいので入札します。

　注）　1　この入札書はインク又は墨で記入し、数字はアラビア数字を用いること。

　　　　2　金額の訂正は認めない。

入札保証金 　免　　　除

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入札者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　印　　

工事(納入)場所
　三重県亀山市辺法寺町字新三郎谷2224-1の一部、2224-2の一部、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2224-3の一部

工　事　名
(件　　名）

　有限会社小林ファーム　肥育舎新築工事及び家畜浄化槽新設工事

入　札　額

有限会社小林ファーム

　代表取締役　小林　勝彦　様

入　　　　札　　　　書

令和 　　年　　月　　日

三重県亀山市両尾町2037番地


